各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部

８月の主要な取り組み予定
１ ハラスメント対策研修（管理職員等向け）
（8/1（木）10:00～12:00、13:30～15:30 職員能力開発センター）
２ ふるさと寄附金感謝状贈呈式（関西防水管理事業協同組合）
（8/2（金）16:00～16:15 総務部長室）
３ 定期健康診断
・本庁・高知地区
（8/5（月）～8/9（金）
、8/13（火）～8/16（金）
、8/19（月）
9:00～11:00、13:30～15:00 県庁地下会議室）
・本庁・高知地区以外
（8/5 （月）14:00～14:30 幡多土木事務所宿毛事務所
8/22（木）10:00～10:30 安芸土木事務所室戸事務所
13:30～15:00 安芸総合庁舎
8/23（金）13:30～14:30 須崎土木事務所四万十町事務所
8/28（木） 9:00～11:00、13:30～15:00 中村合同庁舎（幡多土木事務所）
）
４ 令和元年度 中国・四国地区宗教法人事務担当者研修会
（8/6（火）9:30～16:40 高知会館）
５ 第２回高知県行政サービスデジタル化推進会議
（8/6（火）11:00～12:00 第２応接室）
６ れんけいこうち広域都市圏ビジョン推進懇談会
（8/6（火）14:00～16:00 自治会館）
７ 第 29 回 中四国サミット担当課長会議
（8/7（水）14:30～16:00 高知共済会館）
８ 高知県職員（獣医師・薬剤師・機関士・航海士）採用選考考査
（8/17（土）8:30～ 職員能力開発センター・東京会場（予定）
）
９ 高知県庁インターンシップ
（受入人数：146 名（36 校）
、各部局で受入れ
受入期間：8/19（月）～8/23（金）
8/26（月）～8/30（金）
9/2 （月）～9/6 （金）
）
10 知事と町村長との意見交換会
（8/20（火）15:00～17:00 自治会館）
11 高知県職員採用試験合格者の集い（仮称）
（8/20（火）時間、場所等調整中）
12 令和元年度第４回行政不服審査会
（8/22（木）10:00～12:00 共済会館）
13 ハラスメント対策研修（一般職員向け）
（8/22（木）10:00～12:00、13:30～15:30 高知城ホール）
14 令和元年度 第４回税外未収金対策研修会
（8/23（金）9:30～16:30 高知県人権啓発センターホール）
15 令和元年度第２回高知県公文書管理委員会
（8/27（火）13:30～16:30 高知城歴史博物館１Ｆホール）
→ 次頁に続く

1/32

各部局等の主要な取り組み
部局名
総務部
（続き）

８月の主要な取り組み予定
16 高知県・高知市連携会議
（8/28（水）10:00～12:00 第二応接室）
17 交通事故防止講習会
（8/28（水）10:00～11:30、13:30～15:00 高知県立大学永国寺キャンパス）
18 法制審議会
（8/28（水）13:30～14:30 第二応接室）
19 町村議会議長研修会及び県政に対する意見交換会
（8/28（水）14:00～17:15 自治会館）
20 第 29 回 中四国サミット
（8/30（金）
【視察】
13:00～13:55 牧野植物園
【会議】
14:20～15:50 ホテル日航高知旭ロイヤル
【記者会見】16:00～16:15 ホテル日航高知旭ロイヤル）
21 2018 年漁業センサス結果（海面漁業調査 漁業経営体調査）の概要速報公表
（８月末頃予定）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
東京事務所

８月の主要な取り組み予定
１ シートリップジャパン、Klook（ｸﾙｯｸ）社、KKday（ｹｲｹｲﾃﾞｲ）社訪問
（※観光素材の提案）
（8/2（金）都内）
２ 株式会社ビッグビート主催イベント
・トークセッション「行政×マーケティング」
（8/2（金）14:00～16:30 東京ミッドタウン日比谷）
・交流会「大・おきゃく」
（8/2（金）19:30～21:00 同上）
３ 首都圏のよさこい祭り
・大井よさこいひょうたん祭り
（8/3（土）神奈川県大井町）
・朝霞市民まつり彩霞祭よさこい
（8/3（土）
・8/4（日）埼玉県朝霞市）
・けやきフェスタよさこい in 府中
（8/25（日）府中市）
４ 全国戦没者追悼式
（8/15（木）9:00～14:00 日本武道館）
５ 株式会社スノーピーク代表取締役 CEO とのランチミーティング
（8/22（木）11:30～12:45 まるごと高知）
６ 原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2019
（8/24（土）
・8/25（日）原宿表参道他）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
危機管理部

８月の主要な取り組み予定
１ 応急救助機関連絡会担当者会
（8/1（木）15:00～17:00 防災作戦室）
２ 令和元年度中国・四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練打合せ会議
（8/2（金）13:30～17:00 総合あんしんセンター）
３ 陸上自衛隊高知駐屯地納涼祭
（8/5（月）19:00～21:15 陸上自衛隊高知駐屯地）
４ 第 18 回（令和元年度）中四国広域防災責任者会議
（8/7（水）15:00～17:00 香川県庁）
５ 令和元年度津波防災担当者会議
（8/8（木）14:00～16:00 オーテピア）
６ 令和元年度高知県住家被害認定士養成研修
（8/9（金）13:30～16:30 高新文化ホール）
７ 国民保護に係る避難実施要領パターン作成研修会
（8/20（火）13:00～16:20 サンピアセリーズ）
８ 令和元年度第１回高知県トラック協会緊急物資輸送検討協議会
（8/23（金）17:00～ 三翠園）
９ 陸上自衛隊中部方面音楽隊「第 33 回高知定期演奏会」
（8/24（土）第一回公演 14:00～16:00
第二回公演 18:30～20:30 かるぽーと）
10 東日本大震災の教訓を活かす伝承会・座談会
（8/27（火）10:00～16:00 宮城県）
11 全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験（第２回）
（8/28（水）11:00～ 県及び各市町村）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
健康政策部

８月の主要な取り組み予定
１ 大阪薬科大学オープンキャンパスツアー
（8/4（日）6:00～20:30 県庁→大阪薬科大学）
２ 犬・猫の飼い方講習会・譲渡見学会
（8/4（日）10:00～12:00 幡多福祉保健所
13:30～14:30 中村小動物管理センター）
（8/25（日）10:00～12:00 高知県庁 正庁ホール）
13:30～14:30 中央小動物管理センター）
３ 第３回高知県水道ビジョン策定検討委員会
（8/5（月）14:00～16:50 高知城ホール）
４ 大島青松園夏祭り
（8/7（水）17:30～21:00 国立療養所大島青松園）
５ 妊産婦メンタルヘルス研修会
（8/15（木）19:00～20:30 正庁ホール）
６ 母子保健指導者基本研修会Ⅰ
（8/16（金）10:00～16:30 自治会館）
７ 獣医師職員確保インターンシップ事業
（8/19（月）～8/23（金）畜産試験場、衛生環境研究所、食肉衛生検査所等）
８ 食中毒対策セミナー
（8/20（火）13:45～15:45 総合あんしんセンター）
９ 血管病重症化予防対策に係る資質向上研修会
（8/21（水）13:15～16:30 高知市文化プラザかるぽーと）
10 地域医療夏期実習
（8/22（木）～8/24（土）県内 13 医療機関）
11 災害医療図上演習（エマルゴ）研修
（8/25（日）9:20～17:00 高知医療センター）
12 地域医療構想調整会議（幡多・定例会議）
（8/26（月）18:00～20:00 幡多総合庁舎）
13 第２回日本一の健康長寿県構想推進会議
（8/29（木）9:00～17:00 第二応接室）
14 第１回高知県環境審議会温泉部会
（8/29（木）14:00～16:00 保健衛生総合庁舎）
15 毒物劇物取扱者試験
（8/30（金）13:30～16:00 高知城ホール）
16 第９回高知県火葬場関係者等連絡協議会
（8/30（金）14:00～16:30 自治会館）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部

８月の主要な取り組み予定
１ 自閉症支援者のための実技講習会
（7/31（水）～8/2（金）9:00～17:00 療育福祉センター）
２ 令和元年度高知県中堅民生委員児童委員研修会
・高知会場（8/1（木）10:00～15:30 高知市保健福祉センター）
・西部会場（8/6（火）10:00～15:30 四万十町役場）
３ 令和元年度自殺対策人材養成研修「若者向けゲートキーパー養成研修」
（8/1（木）13:10～14:40 高知大学）
４ 高知家出会い・結婚・子育て応援フォーラム 2019
（8/2（金）10:00～12:00 ちより街テラス）
５ 高知県介護事業認証評価制度支援セミナー
・健康管理・業務負担軽減
（8/2（金）10:00～16:30 ちより街テラス）
・労務管理・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ
（8/6（火）13:30～16:45 高知男女参画ｾﾝﾀｰｿｰﾚ）
・面談者研修
（8/20（火）10:00～16:30 高知共済会館）
・OJT 推進者研修
（8/28（水）10:00～16:30 ちより街テラス）
６ 高知県・高知市連携会議（健康福祉部間地域包括ケア部会）
（8/2（金）10:30～12:00 保健衛生総合庁舎）
７ 令和元年度新任民生委員・児童委員（３年目）研修
（8/2（金）10:30～15:30 ふくし交流プラザ）
８ 子どもの居場所開設準備講座
（8/2（金）13:30～17:00 ふくし交流プラザ）
９ 令和元年度第１回高知県妊産婦等のメンタルヘルス対策検討委員会
（8/5（月）19:00～21:00 高知共済会館）
10 令和元年度ひとり親家庭等就業・自立支援センター移動相談
（8/6（火）10:30～14:30 南国市役所）
（8 /8（木）10:30～14:30 安芸市役所）
（8/15（木）10:30～14:30 のいちふれあいセンター）
（8/22（木）10:30～14:30 四万十市役所）
（8/27（火）10:30～14:30 土佐市役所）
（8/29（木）10:30～14:30 ハローワーク須崎）
11 令和元年度自殺対策関係機関連絡調整会議
（8/7（水）9:00～12:00 保健衛生総合庁舎会議室）
12 令和元年地域自殺対策強化事業「児童生徒の SOS の出し方に関する教育」の取
組推進に関する研修
（8/7（水）13:30～16:30 保健衛生総合庁舎会議室）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部
（続き）

８月の主要な取り組み予定
13 子ども食堂スタッフ研修
（8/8（木）13:00～15:40 のいちふれあいセンター）
14 高知県知的障害者福祉協会災害時通報訓練
（8/8（木）13:30～ ）
15 令和元年度子育て支援員フォローアップ研修及び現任研修
（地域子育て支援拠点事業）
（8/9（金）13:00～16:00 ふくし交流プラザ）
16 第 8 期介護保険事業計画作成に向けた各種調査等に関する説明会
（8/9（金）13:30～17:00 高知県自治会館）
17 令和元年度高知市納涼花火大会観覧のための県庁本庁舎屋上開放
（8/9（金）18:00～21:00 県庁本庁舎屋上）
18 令和元年度全国戦没者追悼式高知県遺族団結団式
（8/14（水）9:30～10:00 正庁ホール）
19 令和元年度全国戦没者追悼式
（8/15（木）11:51～13:00 日本武道館）
20 「高知で恋しよ!!マッチング」出張登録閲覧会
（8/15（木）17:30～19:30 香美市立中央公民館）
21 若者就労準備訓練・障害者委託訓練（テレワーク研修）
（8/19（月）～8/30（金）9:00～16:00 室戸市保健福祉センターやすらぎ）
22 高知県少子化対策推進県民会議令和元年度第１回部会
・ワーク・ライフ・バランス推進部会
（8/19（月）10:00～12:00 高知共済会館）
・結婚支援部会
（8/19（月）14:00～16:00 高知共済会館）
・広報啓発部会
（8/20（火）14:00～16:00 オーテピア）
・子育て支援部会
（8/27（火）10:00～12:00 高知共済会館）
23 令和元年度高知県相談支援従事者「初任者」研修
（8/20（火）9:30～16:30 高知商工会館）
24 乳幼児の発達の見方と親支援研修会
（8/22（木）18:30～21:00 高知城ホール）
25 認知症サポーター養成講座
（8/23（金）10:00～12:00 高知新聞放送会館）
26 「高知で恋しよ!!マッチング」ヘアメイク、写真撮影付き登録会
（8/25（日）10:00～17:00 佐川町健康福祉センターかわせみ）
27 ペアレントメンター個別相談
（8/26（月）9:30～10:30、11:00～12:00 療育福祉センター）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
地域福祉部
（続き）

８月の主要な取り組み予定
28 令和元年度高知県障害者施策推進協議会
（8/26（月）14:00～16:30 高知城ホール）
29 令和元年度高知県障害者虐待防止・権利擁護研修
（8/27（火）10:00～16:30 ふくし交流プラザ）
30 第２回日本一の健康長寿県構想推進会議
（8/29（木）9:00～17:00 第二応接室）
31 令和元年度高知県自殺対策連絡協議会
（開催日時、場所 調整中）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
文化生活
スポーツ部

８月の主要な取り組み予定
１ チームシンガポール事前合宿 2019in 高知
（卓球：7/24（水）～8/9（金） 県民体育館）
（ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ：7/27（土）～8/3（土） 南国市立スポ-ツセンター）
２ 第１回交通安全推進県民会議幹事会
（8/1（木）10:00～12:00 高知県立人権啓発センター）
３ こうち男女共同参画センター指定管理者事業評価委員会
（8/1（木）14:00～16:30 こうち男女共同参画センター）
４ 交通安全こどもセンター指定管理事業評価委員会
（8/1（木）14:00～17:30 交通安全こどもセンター）
５ 海外技術研修員部長表敬訪問
（8/2（金）9:30～10:00 部長室）
６ ラグビートンガ代表７名来県
（8/2（金）11:10～19:20 ＮＨＫ、高知放送）
７ 公益通報保護制度に係る研修会
（8/2（金）13:00～16:00 県立消費生活センター）
８ リポビタン D チャレンジカップ パシフィックネーションズ 2019
トンガ代表 ＶＳ 日本代表
（8/3（土）19:10～21:00 東大阪市花園ラグビー場）
９ まんが甲子園
（8/3（土）
、8/4（日）かるぽーと）
10 教員研修「授業に生かせる消費者教育講座」
（8/5（月）9:30～16:00 高知県教育センター）
11 まんが甲子園県内ツアー
（8/5（月）県内）
12 日米学生会議 in 高知
・日米学生会議受入（8/5（月）～8/10（土）
）
・フォーラム（8/9（金）14:00～17:30 かるぽーと）
13 全国私立学校審議会連合会四国支部会議
（8/7（水）13:30～16:00 ザ・クラウンパレス新阪急高知）
14 まんが塾
（8/18（日) 11:00～15:00 正庁ホール）
15 高知県交通安全母の会連合会正副会長会・常任理事会
（8/19（月）14:30～15:30 文学館）
16 全国漫画家大会議関連出版社訪問（黒笹アドバイザー同行出張）
（8/19（月）
、8/20（火）東京）
17 第 54 回全日本サーフィン選手権大会(2019)
（8/19（月）～8/24（土）東洋町生見サーフィンビーチ）
18 県民交通安全の日街頭啓発
（8/20（火）7:30～8:20 県庁前交差点）
19 交通安全対策・安全安心まちづくりブロック会
・東部
8/21（水）13:30～16:30 安芸総合庁舎
・中央
8/23（金）13:30～16:30 職員能力開発センター
・中西部 8/26（月）13:30～16:30 須崎総合庁舎
・西部
8/29（木）13:30～16:30 幡多総合庁舎
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
文化生活
スポーツ部
（続き）

８月の主要な取り組み予定
20 第２回市町村等消費者行政担当者等相談専門研修
（8/22（木）9:30～12:30 県立消費生活センター）
21 ベンゲット州農業実習生部長表敬訪問
（8/22（木）10:00～10:30 高知共済会館）
22 髙知県男女共同推進本部幹事会
（8/22（木）11:00～11:30 第二応接室）
23 シンガポールスポーツスクールとのスポーツ交流
（8/22（木）～8/28（水）県民体育館・南国市立スポーツセンター）
24 駐大阪経済文化弁事処長知事表敬
（8/23（金）10:00～10:15 場所未定）
25 人材育成プログラム・アートビジネス講座
（8/23（金）14:00～16:00 高知県立大学）
26 高知県史編さん基本方針策定準備検討委員会
（8/23（金）時間調整中 高知城歴史博物館）
27 全国漫画家大会議関連出版社・企業訪問
（8/23（金）東京）
（8/26（月）東京）
28 豪州クイーンズランドソフトボールチーム（女子）とのスポーツ交流
（8/23（金）～9/1（日）県立春野総合運動公園）
29 コミティア（県ブース出展）
（8/25（日) 東京ビックサイト）
30 第１回こうち男女共同参画会議
（8/28（水）10:00～12:00 高知城ホール）
31 第２回高知県スポーツ振興推進本部会議
（8/28（水）14:00～16:00 第二応接室）
32 ガーナ高校生知事表敬
（8/29（木）9:00～9:15 調整中）
33 公立大学法人評価委員会
（8/29（木）13:30～15:30 高知会館）
34 第３回まんが王国・土佐推進協議会事業推進部会
（8/29（木）18：30～20：30 地下第５会議室）
35 高齢者交通事故防止キャンペーン開始式及び高齢者１万人訪問活動出発式並
びに啓発活動
（8/30（金）10:00～12:00 県警本部・帯屋町アーケード等）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部

８月の主要な取り組み予定
１ ＰＲＰ（一般衛生管理）研修
（8/1（木）10:00～17:00 四万十市立中央公民館）
２ 市町村地方創生担当課長会
（8/2（金）13:30～16:30 高知県自治会館）
３ 第４回高知県 Next 次世代型施設園芸農業に関する産学官連携協議会
（8/5（月）10:00～12:45 高知サンライズホテル）
４ 地産外商情報共有会議
（8/5（月）15:30～17:00 会場未定）
５ 食のプラットホーム勉強会
（8/21（水）14:00～16:00 高知共済会館）
６ 食品表示研修・栄養成分表示作成コース
（8/22（木）13:30～17:00 高知県立大学）
７ 第３回産業振興推進本部会議
（8/23（金）9:30～17:15、8/26（月）9:00～17:15 第二応接室）
８ ＵＩターン転職個別相談会
（8/24（土）10:00～17:00 淀屋橋付近（大阪府）
）
９ 第１回地域アクションプランフォローアップ会議
・嶺北地域
（8/28（水）9:30～12:00 本山町プラチナセンター）
・物部川地域
（8/28（水）13:30～16:00 香美農林合同庁舎）
・幡多地域
（8/30（金）14:30～17:00 宿毛文教センター）
10 高知移住・就職フェア
（8/31（土) 11:00～16:00 東京交通会館（東京都）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産学官民連携セン
ター
（こうちスタート
アップパークを含
む）

８月の主要な取り組み予定
１ ＭＢＡサロン～商品企画書～
（8/1（木）15:30～17:00 ココプラ）
２ 土佐ＭＢＡ【実科】
〇ナリワイセミナー「東部集客塾」
・第４回
「おカネの回るしくみ②＆集客～お客さんに届くアプローチ実践編～」
（8/1（木）18:30～21:30 田野町ふれあいセンター）
〇社内起業家（イントラプレナー）育成支援プログラム
・Day１「新規事業に取り組む意義とプロセス全体を理解する／取り組みたい
領域を考える」
（8/5（月）14:00～17:00 ココプラ）
・Day２「顧客と課題を見つける」
（8/21（水）13:00～17:00 ココプラ）
〇エグゼクティブコース
・開講式/オリエンテーション、第１回「ＭＢＡの概論と人材マネジメント」
（8/23（金）9:30～17:30 ココプラ）
〇事業戦略フォローアップ講座
・第１回「なんで事業戦略は思ったようにいかんが？」
（8/30（金）13:00～17:00、8/31（土）10:00～16:00 ココプラ）
３ 土佐ＭＢＡ【本科】
〇経営戦略コース
・第５講「経営分析の枠組み（方法論）を学ぶ」
第６講「経営分析の演習」 ※第５講、第６講はセット開催
（8/8（木）13:00～16:15、18:15～21:30 ココプラ）
・第７講「戦略策定の枠組み（方法論）を学ぶ」
第８講「戦略策定の演習」 ※第７講、第８講はセット開催
（8/19（月）13:00～16:15、18:15～21:30 ココプラ）
・第９講「経営戦略の新たな潮流」
（8/29（木）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
〇財務戦略コース
・第１講「財務戦略入門」
（8/22（木）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
・第２講「財務分析１ 理論編」
第３講「財務分析２ ワーク編」 ※第２講、第３講はセット開催
（8/30（金）13:30～16:50 ココプラ）
〇事業マネジメント・業務改善コース
・第１講「事業マネジメント・業務改善入門」
（8/27（火）15:30～17:00、19:00～20:30 ココプラ）
〇特別セミナー/スキルアップセミナー
・第２講「課題解決のためのプレゼン力強化～ＡＩ時代にこそ必要とされる「伝
わる力」とは～」
（8/28（水）13:30～16:30 ココプラ）
４ こうちスタートアップパーク 第 5 期ステップアッププログラム Day1
（8/25（日）13:00～17:00 ココプラ）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産学官民連携セン
ター（続き）
（こうちスタート
アップパークを含
む）

８月の主要な取り組み予定
５ シーズ・研究内容紹介
・⑥高知工科大学
「わが国の企業における効果的な企業統治（コーポレート・ガバナンス）の展
開」
（8/28（水）18:30～20:00 ココプラ）
６ 経営者トーク④
講師：合同会社カンパーニュブルワリー 代表取締役 瀬戸口 信弥 氏
（8/30（金）18:30～20:00 ココプラ）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部
（名古屋事務所）

８月の主要な取り組み予定
１ 第 21 回にっぽんど真ん中祭り
（8/22（木）～8/25（日）久屋大通公園（愛知県）
）
２ 新栄祭 2019
（8/25（日）10:00～20:00 新栄一丁目（愛知県）
）

14/32

各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部
（地産外商公社）

８月の主要な取り組み予定
１ 高知フェア
（7/17（水）～8/23（金）メゾンドキャビアベルーガ（東京都）
）
（7/24（水）～9/30（月）ホテルシーサイド江戸川（東京都）
）
２ 四国四県おいしいものいち
（7/31（水）
、8/1（木）株式会社アオイサポート（大阪府）
）
３ ＡＪＳ2019 年秋期商品・用度合同展示会
（8/22（木）パシフィコ横浜（神奈川県）
）
４ フレッシュフーズ九州 取引説明会兼個別商談会
（8/22（木）こうち男女共同参画センター「ソーレ」
）

15/32

各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興推進部
（大阪事務所）

８月の主要な取り組み予定
１ 日本旅行ＴｉＳ大阪支店四国キャンペーン
（7/30（火）～8/4（日）日本旅行ＴｉＳ大阪支店（大阪府）
）
２ 台北駐大阪經濟文化辦事處懇親会
（8/2（金）18:30～ トップサーティ（大阪府）
）
３ 阪急たびコト
（8/3（土）10:00～17:30 阪急グランドビル（大阪府）
）
４ 高知県企業見学バスツアー
（8/8（木）7:00～18:00 高知県内）
５ ホテルグランヴィア大阪夏祭り
（8/26（月）18:30～20:30 ホテルグランヴィア大阪（大阪府）
）
６ 令和元年度 高知県観光情報交換会（大阪会場）
（8/27（火）11:30～13:00 四国銀行大阪支店（大阪府）
）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
中山間振興・交通
部

８月の主要な取り組み予定
１ 狩猟免許更新講習
（8/1（木）13:00～ 須崎市立市民文化会館）
（8/9（金）13:00～ 四万十市立中央公民館）
（8/18（日）13:00～ すこやかセンター伊野）
（8/22（木）13:00～ 四万十町農村環境改善センター）
（8/24（土）13:00～ 南国市保健福祉センター）
（8/26（月）13:00～ 高知県立青少年センター）
２ 土佐くろしお鉄道中村・宿毛線運営協議会定期総会
（8/5（月）14:00～16:00 四万十市役所）
３ 鳥獣被害対策地域リーダー育成研修会（初級）
（8/7（水）9:30～16:00 農業技術センター）
４ 鳥獣被害対策出前授業
（8/8（木）10:00～11:00 高知商業高等学校）
５ 令和元年度第１回指定管理鳥獣捕獲等事業検討会
（8/9（金）13:30～ 株式会社西日本科学技術研究所）
６ 狩猟免許試験
（8/10（土）10:00～ わな猟 四万十市立中央公民館）
（8/11（日）10:00～ 銃猟
四万十市立中央公民館）
７ ドラ女子 kochi 運輸のお仕事アレコレ Festa
（8/17（土）11:00～17:00 イオンモール高知（南コート）
）
８ 四国新幹線整備促進期成会東京大会
（8/22（木）11:00～12:00 東京プリンスホテル）
９ Let’s ドラ女子体験！in 高知中央自動車学校
（8/25（日）AM 高知中央自動車学校）
10 第３回高知県次期過疎対策検討会
（8/29（木）10:00～12:00 高知県自治会館）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
商工労働部

８月の主要な取り組み予定
１ ノー残業デー実施キャンペーン
（8/1（木）～8/31（土）
）
２ ベトナム防災セミナー
（8/1（木）8:30～15:00 ベトナム・ハノイ市）
３ 高知県 IoT 技術人材育成講座
（8/1（木）9:00～17:00 高知県立大学・高知工科大学 永国寺キャンパス
8/20（火）～8/22(木）9:00～17:00 高知県立大学・高知工科大学 永国寺
キャンパス）
４ 令和元年度 第２回 大規模小売店舗立地審議会
（8/2（金）10:30～12:00 高知城ホール）
５ IT・コンテンツアカデミー ゲームプランナー講座
（8/3（土）14:00～17:00 オーテピア高知図書館４Ｆ集会室）
６ 高知県産業振興計画にかかる意見交換会
（8/5（月）13:30～15:30 四万十市役所）
７ IT・コンテンツアカデミー ゲームデザイナー講座
（8/7（水）18:30～20:00 国際デザインビューティーカレッジ）
８ 親子みらい×ワーク研究室
・四万十市会場
（8/8（木）13:30～15:30 アピアさつき会議室）
・高知市会場
（8/21（水）13:30～15:30 オーテピア高知図書館４Ｆ研修室）
９ IT・コンテンツアカデミー ゲームプログラマー講座
（8/17（土）11:00～18:20 高知工科大学 香美キャンパス）
10 就活スタートアップセミナー
（8/18（日）13:30～17:30 高新文化ホール）
11 紙とあそぼう作品展 巡回展示
（8/19（月）～8/30（金）オーテピア）
（8/20（火）～8/30（金）県庁ロビー）
12 立地企業合同企業説明会
・土佐市会場
（8/23（金）13:00～16:00 高知リハビリテーション専門職大学）
・香南市会場
（8/27（火）13:00～16:00 のいちふれあいセンター）
・宿毛市会場
（8/28（水）13:00～16:00 宿毛市立中央公民館）
13 溶接技術コンクール表彰式
（8/23（金）18:30～ 高知会館）
14 原宿表参道元氣祭 スーパーよさこい出展（海洋深層水企業クラブ）
（8/24（土）
、8/25（日）終日 代々木公園イベント広場）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部

８月の主要な取り組み予定
１ 令和元年度 第１回 観光案内所ブロック研修
（8/1（木）13:30～17:00 須崎商工会議所）
（8/2（金）13:30～17:00 高知共済会館）
２ 令和元年 高知県メディア情報交換会
（8/1（木）18:00～18:40 まるごと高知）
３ 足摺海洋館夏休み企画展・イベント
「サンゴといつも一緒の生きものたち」
（8/1（木）～8/31（土）8:00～18:00）
「スノーピーク＆足摺海洋館コラボイベント SATOUMI ツアー」
（8/2（金）15:00～21:00、8/20（火）15:00～21:00）
「ちびっ子サンゴといつも一緒の生きものクイズ」
（小学生以下対象）
（8/4（日）10:00～12:00、13:00～15:00）
「海の生物食べて学ぼう（アサヒガニめし無料配布・先着 50 人）
」
（8/4（日）11:30～）
「夏休み親子木工教室 木製本立て作り」
（8/24（土）10:00～12:00）
「親子ハンドメイド教室 サメの歯アクセサリー作り」
（8/25（日）10:00～13:30）
４ 外国客船寄港（高知市中心市街地）
「マースダム」
（8/4（日）8:00 入港～17:00 出港）
「ダイヤモンド・プリンセス」
（8/12（月）7:00 入港～23:59 出港）
「マースダム」
（8/18（日）8:00 入港～17:00 出港）
「ダイヤモンド・プリンセス」
（8/18（日）8:00 入港～18:00 出港）
「マジェスティック・プリンセス」
（8/24（土）7:00 入港～16:00 出港）
５ 高知県観光誘致連絡協議会第２回定例会
（8/6（火）13：30～ 土佐御苑）
６ 中央通信社視察
（8/8（木）～8/11（日）県内）
７ よさこいアンバサダー来高
・よさこいアンバサダー交流会
（8/8（木）三翠園）
・よさこいアンバサダー認定式
（8/9（金）16:55～17:15 中央公園）
・よさこいフラッグリレー
（8/9（金）16:55～17:15 中央公園）
８ 在日海外メディアによるよさこい祭り取材
（8/9（金）
、8/10（土）高知市）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光振興部

８月の主要な取り組み予定
９ 台湾新竹縣舞踊団来高
（8/9（金）
、8/10（土）高知市）
10 2020 よさこいで応援プロジェクト実行委員会
・第 10 回理事意見交換会
（8/11（日）高知市）
・懇親会
（8/11（日）高知市）
11 観光産業振興議員連盟・県観光振興部・ＫＶＣＡと高知県旅館ホテル生活衛
生同業組合との懇談会
（8/16（金）15：30～ 城西館）
12 四国ツーリズム創造機構 臨時総会・総会・意見交換会
（8/20（火）15：00～19：00 城西館）
13 原宿表参道元氣祭 スーパーよさこい 2019
（8/24（土）
、8/25（日）東京都原宿表参道ほか）
14 第 21 回にっぽんど真ん中祭り
（8/24（土）
、8/25（日）愛知県名古屋市）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
観光コンベンショ
ン協会

８月の主要な取り組み予定
１ 四国観光 PR キャンペーン
・徳島県開催
（8/3（土）9:00～17:00 ゆめタウン徳島）
・愛媛県開催
（8/18（日）9:00～17:00 エミフル MASAKI）
２ たびひろ塾夏休みスペシャル
・よさこい鳴子踊り体験教室
（8/3（土）11:00～15:00 こうち旅広場イベントステージ）
・手づくり新聞バッグ教室
（8/24（土）10:00～12:00 13:00～15:00「龍馬伝」幕末志士中）
・竹とんぼ手づくり教室
（8/25（日）10:00～12:00 13:00～15:00「龍馬伝」幕末志士中）
３ 臨時観光案内所開設
・南国ＳＡ
（8/10（土）～8/15（木）7:00～13:00）
・豊浜ＳＡ
（8/13（火）
、8/14（水）8:00～12:00）
４ 教育旅行モニターツアー
（8/21（水）～8/23（金）嶺北・西部２泊３日）
５ 高知県観光情報交換会(メディア系旅行会社)
（8/26（月）
、8/2７（火）東京・大阪）
６ （仮）四国四県味と技紀行＆瀬戸内グルメ
（8/28（水）～9/3（火）あべのハルカス近鉄本店）
７ 第 36 回シマノ鈴鹿ロードレース
（8/31（土）
、9/1（日）三重県鈴鹿サーキット）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部

８月の主要な取り組み予定
１ 獣医師養成確保修学資金貸与事業募集（高校生対象：3 年生 2 名）
（7/16（火）～9/13（金）
）
２ 品目別輸出検討会（洋ラン）
（8/1（木）14:00～16:00 ＪＡ高知県営農販売事業本部）
３ 獣医師職員確保インターンシップ事業（高校生対象）
（8/2（月）8:30～16:20 畜産試験場他）
４ 地区別花き輸出セミナー
（8/2（金）10:00～11:30 ＪＡ高知県安芸地区本部）
（8/8（木）14:00～15:30 ＪＡ高知県大方南部事業所）
５ 令和元年度高知県農村女性リーダー・青年農業士合同認定証授与式及び意見
交換会
（8/2（金）13:00～15:00 高知城ホール）
６ 令和元年度高知県青年農業士、青年農業士 OB 会及び農村女性リーダー合同
研修会
（8/2（金）15:30～17:00 高知城ホール）
７ 高知県 Next 次世代型施設園芸農業に関する産学官連携協議会
（8/5（月）10:00～12:45 高知サンライズホテル）
８ 令和元年度高知県農産物輸出セミナー
（8/5（月）14:00～17:15 三翠園）
９ Next 次世代型施設園芸技術フェア
（8/6（火）
、8/7（水）高知ぢばさんセンター）
10 施設園芸新技術セミナー・機器資材展 in 千葉
（8/7（水）
、8/8（木）千葉県旭市）
11 高知県 UI ターン就職相談会 2019in 高知市
（8/13（火）13:00～16:00 高知会館）
12 れんけいこうち市町村合同就農相談会
（8/14（水）10:00～18:00 イオンモール高知）
13 令和元年度高知県指導農業士認定委員会
（8/19（月）9:30～12:00 高知県庁西庁舎３階南北会議室）
14 獣医師確保インターンシップ（獣医学生対象）
（8/19（月）畜産試験場）
（8/20（火）中央家畜保健衛生所嶺北支所）
（8/21（水）中央家畜保健衛生所）
15 高知県フェア
（8/21（水）～8/27 日（火）10:00～16:00 阪急百貨店）
16 令和元年度新需要開拓マーケティング協議会臨時総会
（8/22（木）10:00～11:00 ＪＡ高知県営農販売事業本部）
17 青ユズ消費宣伝
（8/22（木）11:00～16:00 東急ストア大森店、二子玉川店）
18 こうちアグリスクール大阪会場 第１回
（8/24（土) 14:00～19:00 大阪市梅田 DT タワー）
19 「原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2019」への出展によるユズ及びグロリ
オサの PR
（8/24（土）
、8/25（日）代々木公園、BROOK'S CAFE）
→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
農業振興部
（続き）

８月の主要な取り組み予定
20 ６次産業化セミナー実践コースⅢ
（8/29（木）10：00～17：00 男女共同参画センター ソーレ）
21 農業担い手育成センター運営協議会
（8/29（木）14:00～16:00 農業担い手育成センター）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
林業振興・環境部

８月の主要な取り組み予定
１ 高知県新エネルギー導入促進協議会講演会
（8/1（木）13:30～15:30 高知共済会館）
２ 牧野植物園展示館リニューアルオープン記念式典
（8/3（土）9:15～ 牧野植物園展示館常設展示室）
３ 森林整備法人全国協議会総会
（8/5（月）13:15～14:15 都道府県会館)
４ 協働の森づくり事業協定締結式
・ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社
（8/7（水）13:00～13:15 第一応接室）
・日鉄エンジニアリング株式会社
（8/23（金）13:00～13:15 第一応接室）
５ 令和元年度第１回高知県環境審議会自然環境部会
（8/7（水）14:00～16:00 高知会館）
６ 第２回高知県地産地消型再生可能エネルギー検討会
（8/9（金）13:30～15:30 調整中）
７ 高知県Ｕ・Ｉターン就職相談会 2019
（8/13（火）13:00～16:00 高知会館）
８ こうちフォレストスクール 2019 高知会場
（8/25（日）13:30～16:30 森林研修センター研修館）
９ 林業大学校運営委員会
（8/27（火）14:30～16:30 林業大学校）
10 私の働き方改革～高知の場合～
（8/31（土）11:00～16:00 東京交通会館）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
水産振興部

８月の主要な取り組み予定
１ 「第 21 回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」
（8/21（水）～8/23（金）東京ビッグサイト）
２ 高知カツオ県民会議幹事会
（8/21（水）12:00～14:00 市内）
３ 高知海区漁業調整委員会
（8/22（木）14:00～15:00 共済会館）
４ 高知県水産物輸出促進協議会海外展示会 VIETFISH2019 出展
（8/29（木）～8/31（土）ベトナム・ホーチミン）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
土木部

８月の主要な取り組み予定
１ 夏休み企画展「小さな世界のキレイ×オモシロイ×コワイ」
（7/20（土）～9/1（日）高知県立のいち動物公園）
２ 令和元年度第３次災害査定
（7/30（火）～8/2（金）四万十町ほか６市町村）
３ 職員向けコンプライアンス研修
（8/1（木）高知城ホール）
（8/2（金）高知県安芸総合庁舎）
（8/21（水）四万十市立中央公民館）
（8/22（木）須崎市立市民文化会館）
４ 外国客船高知新港寄港
・
「マースダム」
（8/4（日）8:00 入港～17:00 出港）
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（8/12（月・祝）7:00 入港～23:59 出港）
・
「ダイヤモンド・プリンセス」
（8/18（日）8:00 入港～18:00 出港）
・
「マースダム」
（8/18（日）8:00 入港～17:00 出港）
・
「マジェスティック・プリンセス」
（8/24（土）7:00 入港～16:00 出港）
５ 第 39 回早明浦湖水祭
（8/3（土）13:00～16:30 土佐町）
６ 第１回四国港湾ビジョン検討員会
（8/6（火）13:10～15:00 レグザムホール（高松市）
）
７ 高知県木造住宅耐震診断士新規登録者実務講習会及び登録証交付式
（8/7（水）13:00～ 高知県建築会館）
８ 高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実施する 10 県知事会議
要望活動
（8/7（水）国土交通省ほか）
９ 第 64 回永瀬ダム関係物故者慰霊祭
（8/14（水）16:00～17:00 香美市役所物部支所）
10 応急仮設住宅及び災害公営住宅等に関する説明会
（8/22（木）13:30～17:00 高知県自治会館）
11 第１回高知県入札・契約監視委員会
（8/26（月）13:30～15:30 高知共済会館）
12 都道府県土木・建築部等技術次長技監会議
（8/29（木）
、8/30（金）三翠園ほか）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
会計管理局

８月の主要な取り組み予定

１ 会計検査
（8/1（木）
、8/2（金）中央東土木事務所）
（8/6（火）
、8/7（水）安芸土木事務所）
（8/9（金）林業大学校）
（8/23（金）海洋深層水研究所）
（8/26（月）高知小津高等学校）
（8/27（火）
、8/28（水）東京事務所）
２ コンプライアンス研修
（8/1（木）10:30～12:00、13:00～14:30、15:00～16:30 高知城ホール）
（8/2（金）10:30～12:00 安芸総合庁舎）
（8/21（水）13:30～15:00 四万十市公民館）
（8/22（木）10:30～12:00 須崎市立市民文化会館）
３ 会計事務実務研修
（8/6（火）13:10～17:00 中村合同庁舎）
（8/29（木）10:10～17:05 正庁ホール）
４ 現金出納検査（対面）
（8/30（金）予定）
５ 銀行検査
（８月下旬～）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
公営企業局

８月の主要な取り組み予定
１ 地方公営企業会計基準実務講習会
（8/26（月）
、8/27（火）全国都市会館）
２ 会計事務検査
（8/28（水）
、8/29（木）幡多けんみん病院）
３ 第 18 回全国病院事業管理者・事務責任者会議
（8/29（木）
、8/30（金）名古屋コンベンションホール）
４ 地方公営企業連絡協議会 中堅幹部職員研修会
（8/29（木）
、8/30（金）山口市）
５ 現金出納検査
（8/30（金）北庁舎２階南監査室）
６ 幡多けんみん病院経営幹部会議
（日程調整中 幡多けんみん病院）
７ あき総合病院経営幹部会議
（日程調整中 あき総合病院）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
教育委員会

８月の主要な取り組み予定
１ 第 50 回全国看護高等学校研究協議大会
（8/1（木）
、8/2（金）ザ クラウンパレス新阪急高知）
２ 第 57 回四国中学校総合体育大会
（8/1（木）～8/7（水）県立春野総合運動公園体育館 ほか）
３ 教員採用候補者選考審査 第２次審査
・筆記審査、実技審査（8/2（金）高知市）
・面接審査（8/3（土）
、8/4（日）
、8/24（土）
、8/25（日）高知市 ほか）
４ 2020 こうち総文 プレ大会
・軽音楽部門（8/4（日）9:00～18:30 窪川四万十会館）
・写真部門（8/6（火）8/7（水）２日間終日 幡多青少年の家）
・美術・工芸部門（8/20（火）11:00～15:00 高知ぢばさんセンター）
・ボランティア部門・高知県高等学校ボランティアカップ
（8/22（木）9:30～17:00 帯屋町アーケード・オーテピア）
５ 第 35 回高知県学校 医・歯・薬・保健研究大会
（8/4（日）9:30～12:40 総合あんしんセンター）
６ 高知県ＰＴＡ研究大会
（8/4（日）13:00～16:30 高知追手前高等学校芸術ホール）
７ 「高知家」児童会・生徒会地区別交流集会
・東部（8/4（日）13:00～16:00 田野町ふれあいセンター）
・中部②（8/18（日）13:00～16:00 須崎市立市民文化会館）
・西部（8/25（日）13:00～16:00 宿毛市立宿毛文教センター）
８ 防災教育研修会
・中部地区Ｂ（8/5（月）9:50～16:30 総合あんしんセンター）
・東部地区（8/6（火）9:50～16:30 田野町ふれあいセンター ）
９ 2020 こうち総文 部門協賛募集説明会
（8/5（月）15:00～17:00 高知追手前高等学校）
10 第４回高知県特別支援学校技能検定
（8/6（火）9:30～16:00 県立障害者スポーツセンター ほか）
11 人権が尊重された学校づくり支援事業 第２回集合研修会
（8/6（火）
、8/7（水）10:00～16:00 中部教育事務所）
12 若者はばたけプログラム活用研修会
（8/7（水）10:30～17:00 高知青少年の家）
13 四国地区人権教育夏期講座
（8/8（木）10:00～16:00 高知市文化プラザかるぽーと）
14 夜間中学体験学校
（8/8（木）18:00～20:00 室戸市役所）
（8/19（月）18:00～20:00 田野町ふれあいセンター）
（8/30（金）18:00～20:00 宿毛文教センター）
15 第 70 回高知県中学校野球選手権大会
（8/12（月）～8/22（木）8:00～17:00 東部球場 ほか）
16 2020 こうち総文 第２回生徒実行委員統括会議
（8/19（月）10:00～15:30 高知追手前高等学校）

→ 次頁に続く
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各部局等の主要な取り組み
部局名
教育委員会
（続き）

８月の主要な取り組み予定
17 相談支援体制の充実（チーム学校）に向けた連絡協議会
（8/19（月）13:00～17:00 田野町ふれあいセンター）
（8/21（水）13:00～17:00 ふくし交流プラザ）
18 高知県・高知市 知事・市長及び教育長連携会議
（8/19（月）15:00～16:30 第二応接室）
19 第２回高知県における知的障害特別支援学校の在り方に関する検討委員会
（8/19（月）18:30～20:30 場所未定）
20 高知県高等学校教育課程研究協議会
（8/20（火）13:00～16:40 岡豊高等学校）
（8/21（水）13:00～16:40 高知南高等学校）
（8/22（木）13:00～16:40 中芸高等学校）
（8/23（金）13:00～16:40 大方高等学校）
（8/26（月）13:00～16:40 旧須崎高等学校）
21 カウンセリングマインド向上研修会
・西部地区（8/20（火）13:30～15:50 中村高等学校）
・東部・中部地区（8/22（木）9:30～15:50 オーテピア）
22 学校安全教室推進講習会
（8/21（水）9:30～16:30 高知城ホール）
23 高知大学教職大学院「第３回土佐の皿鉢ゼミ」
（8/21（水）9:30～16:30 高知大学朝倉キャンパス）
24 統合型校務支援システム活用研修
（8/22（木）10:00～12:00 高知追手前高等学校）
25 次世代型ＩＣＴ活用教育推進シンポジウム
（8/22（木）14:00～16:30 高知追手前高等学校）
26 第 21 回四国学校保健研究大会、第 43 回四国養護教諭研究大会、第 17 回四
国保健主事研究大会
（8/23（金）10:00～16:30 高知追手前高等学校 芸術ホール ほか）
27 2020 こうち総文 第７回部門代表者会
（8/23（金）14:00～16:30 オーテピア）
28 ＰＴＡ・教育行政研修会＜土長南国地区＞
（8/24（土）13:15～16:50 本山町プラチナホール）
29 シンガポール･スポーツスクール歓迎会
（8/24（土）19:00～ 場所未定）
30 全国学力・学習状況調査結果等説明会
（8/28（水）13:30～16:30 高知市文化プラザかるぽーと）
31 第２回地域コーディネーター研修会
（8/30（金）13:00～16:20 四万十市立中央公民館）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
警察本部

８月の主要な取り組み予定
１ 初任科生に対するライフサイクルプランセミナー
（8/1（木）12:40～15:30 県警察学校）
２ 警察官Ｂ採用試験
(1)試験案内公開
（8/13（火）
）
(2)試験申込み受付開始
（8/20（火）
）
３ とさっ子タウン 2019
（8/17（土）
、8/18（日）9:00～18:00 かるぽーと）
４ 令和元年度四国警察支局内初任科柔道・剣道大会
（8/22（木）10:00～15:30 高松市総合体育館）
５ 警察学校オープンキャンパス
（8/23（金）13:15～15:30 県警察学校）
６ 高知県警察インターンシップ
（8/26（月）～8/30（金）県警察本部等）
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各部局等の主要な取り組み
部局名
産業振興センター

８月の主要な取り組み予定
１ よさこい祭り練習場貸出
（5/7（火）～8/8（木） ぢばさんセンター）
２ 高知県技術の外商第４回工場視察商談会
（8/1（木）、8/2（金）高知市・南国市・香南市）
３ よろず支援拠点無料で始めるホームページセミナー
（8/5（月）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
４ よろず支援拠点小さな会社のための無料で作るネットショップセミナー
（8/19（月）13:30～15:30 ぢばさんセンター）
５ 令和元年度こうち産業振興基金等事業２次募集審査会
（8/20（火）AM ぢばさんセンター）
６ よろず支援拠点 Google マイビジネス入門セミナー
（8/21（水）13:30～14:30 ぢばさんセンター）
７ 【見本市】第 21 回ジャパン・インターナショナル・シーフードショー
（8/21（水）～8/23（金） 東京ビッグサイト）
８ ネットショップ「売上・収益アップ」実践セミナー（２日目）
（8/28（水）10:00～16:30 ぢばさんセンター）
９ 第５回事業戦略支援会議
（8/30（金）PM ぢばさんセンター）
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